
平成 29 年度 全国乳児福祉協議会 事業報告 

【重点方針】 

１．乳児院における養育の質向上と支援の充実 

・ 権利擁護の振り返りと取り組みの強化 

・ 職員の人材育成の取り組み検討および処遇改善への対応 

２．改正児童福祉法をふまえた乳児院の役割・機能の発信 

・ 国の施策への対応と提言 

・ 市町村における児童家庭への包括的な支援体制の整備への対応 

・ 乳児院の今後の展開のための調査・研究等の検討 

【総 括】 

平成 29 年度は「乳児院における養育の質向上と支援の充実」「改正児童福祉法をふまえ

た乳児院の役割・機能の発信」を重点として、各種事業に取り組んだ。 

厚労省「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」が平成 29 年８月にとりまとめた

「新しい社会的養育ビジョン」では、平成 28 年改正児童福祉法による家庭養育優先等の理

念の具体策として、就学前の施設新規入所の原則停止や里親委託率の圧倒的に高い目標値、

乳児院の多機能化などが提起され、乳児院関係者に大きな衝撃を与えた。全乳協では、同

ビジョンの検討過程から関係者、厚労省等と積極的な意見交換を図るとともに、同ビジョ

ンを受け年度後半に進められた社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会、「乳児院・

児童養護施設の多機能化等に関するプロジェクトチーム」等の各種検討の場に参画し、乳

児院の実態と実践を示して必要な意見を行うことで対応した。 

平成 30 年度厚労省予算は暫定定員や小規模グループケアの取り扱いが一定の改善をみ

ることとなったが、こうした乳児院の実態に基づく真摯な訴えが成果を生んだものと考え

ている。 

乳児院では、被虐待児、病虚弱児など緊急性を要する子どもが増加するなかで、多職種

の連携による専門的な養育により乳幼児の健やかに育つ権利を保障するとともに、実親と

の関係の再構築や里親の支援に取り組み、家庭養育を推進している。今後も一層、本体基

盤の拡充のもとでこうした専門的養育・支援機能を強化するとともに、いわゆる「多機能

化」として求められる地域の関係機関と連携した子育て家庭の支援などを広く展開すべく

取り組む。 



【事業内容】 

《諸会議の開催》

※（ ）内は開催回数 

１．協議員総会（１回） 

第１回 平成 29 年５月 15 日（月） 

・ 平成 28 年度事業報告（案）について 

・ 平成 28 年度決算について 

・ 平成 29 年度事業計画（案）について 

・ 平成 29 年度予算（案）について 

・ 全乳協表彰規則改正（案）について 

・ 全乳協災害見舞金規則改正（案）について 

・ 平成 29・30 年度役員選出について 

２．常任協議員会（４回） 

第１回 平成 29 年４月 28 日（金） 

・ 平成 28 年度事業報告（案）、決算について 

・ 平成 29 年度事業計画（案）、予算（案）について 

・ 平成 29 年度協議員総会のすすめ方等について 

・ 厚労省「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」等への対応について 

・ 平成 30 年度国家予算要望について 

・ 乳児院における愛着形成に関する研究の状況について 

・ 平成 29 年度の主要会議日程について 

・ 「2017 年度資生堂児童福祉海外研修」団員候補者の募集について 

第２回 平成 29 年９月１日（金） 

・ 「新しい社会的養育ビジョン」にかかる今後の展開への対応について 

・ 厚労省平成 29 年度先駆的ケア策定・検証調査事業「乳児院による里親支援の可能

性に関する調査研究」への対応について 

第３回 平成 30 年１月 15 日（月） 

・ 「新しい社会的養育ビジョン」を受けた検討への対応について 

・ 平成 30 年度全乳協事業の重点方針について 

・ 乳児院による「地域における公益的な取組」の推進について 



・ 平成 30 年度家庭福祉対策関係予算案等について（厚労省・家庭福祉課との意見交

換等） 

第４回 平成 30 年３月７日（水） 

・ 平成 29 年度全乳協事業進捗状況・決算見込について 

・ 平成 30 年度全乳協事業計画について 

・ 「新しい社会的養育ビジョン」を受けた検討への対応について 

・ 平成 31 年度国家予算要望について 

３．拡大正副会長会議（５回） 

第１回 平成 29 年４月 27 日（木） 

・ 平成 29 年度第１回常任協議員会の協議題について 

・ 平成 28 年度事業報告（案）、決算について 

・ 平成 29 年度事業計画（案）、予算（案）について 

・ 平成 29 年度協議員総会のすすめ方等について 

・ 厚労省「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」等への対応について 

・ 平成 30 年度国家予算要望について 

・ 乳児院における愛着形成に関する研究の状況について 

・ 平成 29 年度の主要会議日程について 

・ 「2017 年度資生堂児童福祉海外研修」団員候補者の募集について 

・ 厚労省「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」奥山座長との意見交換 

第２回 平成 29 年７月 18 日（火） 

・ 「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」とりまとめについて（厚労省子ど

も家庭局との意見交換） 

第３回 平成 29 年８月 22 日（火） 

・ 「新しい社会的養育ビジョン」のとりまとめを受けた今後の展開について（厚労

省子ども家庭局との意見交換） 

第４回 平成 29 年 11 月 28 日（火） 

・ 「新しい社会的養育ビジョン」を受けた検討への対応について 

・ 平成 30 年度全乳協事業の重点方針について 

・ 乳児院の第三者評価基準の見直しについて 



第５回 平成 30 年３月６日（火） 

・ 常任協議員会・ブロック協議会会長会議（平成 29 年度第 4回）の進め方について 

・ 平成 29 年度全乳協事業進捗状況・決算見込について 

・ 平成 30 年度全乳協事業計画について 

・ 「新しい社会的養育ビジョン」を受けた検討への対応について 

・ 平成 31 年度国家予算要望について 

４．ブロック協議会会長会議（常任協議員会と合同開催、４回） 

第１回 平成 29 年４月 28 日（金） 

・ 乳児院職員配置状況等に関する調査の結果と今後の取り扱いについて 

・ 平成 28 年度ブロック助成金使途報告について 

第２回 平成 29 年９月１日（金） 

・ 各ブロックにおける今後の活動予定や共有すべき課題等について 

第３回 平成 30 年１月 15 日（月） 

・ 各ブロックにおける今後の活動予定や共有すべき課題等について 

第４回 平成 30 年３月７日（水） 

・ 各ブロックにおける今後の活動予定や共有すべき課題等について 

５．監査会（１回） 

第１回 平成 29 年５月８日（月） 

・ 平成 28 年度全乳協事業報告（案）について 

・ 平成 28 年度全乳協決算について 

・ 平成 29 年度協議員総会における監事監査報告について 

６．総務委員会（３回、文書審議１回） 

第１回 平成 29 年６月６日（月）（文書審議） 

・ 第 43 回資生堂児童福祉海外研修団員の推薦について 

第２回 平成 29 年６月 30 日（金） 

・ 副委員長の選任について 

・ 平成 29 年度総務委員会事業について 



・ 第 67 回（平成 29 年度）全国乳児院協議会について 

・ 全乳協 20 年小史について 

・ 本委員会事業の今後の進め方について 

第３回 平成 29 年 10 月６日（金） 

・ 全乳協ロゴマークの色規格の確定について（全乳協バッジの製作に向けて） 

・ 全乳協 20 年小史の刊行（平成 32 年度）に向けた主要元役員等へのインタビュー

等について 

・ 乳児院におけるリスクマネジメントについて 

・ 「乳児院の仕事 PR の DVD」の増刷・広報について 

第４回 平成 30 年２月 23 日（金） 

・ 平成 29 年度全乳協事業進捗状況・決算見込について 

・ 平成 30 年度全乳協事業計画について 

・ 全乳協 20 年小史 元会長へのインタビューについて 

・ 第 68 回（平成 30 年度）全国乳児院協議会（三重県津市）の開催に向けて 

７．制度対策研究委員会（３回） 

第１回 平成 29 年６月 29 日（木） 

・ 副委員長の選任について 

・ 平成 29 年度制度対策研究委員会事業について 

・ 平成 28 年度全国乳児院入所状況実態調査・充足状況調査について 

・ 乳児院をめぐる直近の情勢について 

・ 乳児院における里親支援の展開方策について 

第２回 平成 29 年 10 月 17 日（火） 

・ 平成 28 年度全国乳児院入所状況実態調査・充足状況調査の実施について 

・ 「新しい社会的養育ビジョン」への対応について 

第３回 平成 30 年２月 15 日（木） 

・ 「新しい社会的養育ビジョン」を受けた検討への対応について 

・ 平成 30 年度制度対策研究委員会事業について 

・ 平成 28 年度全国乳児院入所状況実態調査・充足状況調査の実施について 

・ 平成 31 年度国家予算要望について 



８．広報・研修委員会（３回） 

第１回 平成 29 年６月 15 日（木） 

・ 副委員長の選任について 

・ 平成 29 年度広報・研修委員会事業について 

・ 第６回（平成 29 年度）乳児院上級職員セミナーの企画について 

・ 機関誌『乳児保育』№186・187（平成 29 年度発行分）の企画について 

・ 第 61 回（平成 29 年度）全国乳児院研修会の進め方について 

第２回 平成 29 年 10 月 16 日（月） 

・ 第６回（平成 29 年度）乳児院上級職員セミナーの役割分担等について 

・ 機関誌『乳児保育』№187（平成 30 年２月末発行予定）の企画について 

・ 研修小冊子活用教材の編集方針等について 

第３回 平成 30 年１月 19 日（金） 

・ 機関誌『乳児保育』№187（平成 30 年３月末発行予定）特集企画の執筆依頼先に

ついて 

・ 平成 30 年度広報・研修委員会事業について 

・ 第 62 回（平成 30 年度）全国乳児院研修会（山梨県甲府市）の企画について 

・ 研修小冊子活用教材について 

・ 全乳協ウェブサイトの改修について 



《総務活動》

１．乳児院における養育・支援の的確な振り返りによる質の向上にむけた取り組み 

（１）権利擁護意識の向上にむけた取り組みの振り返りと強化促進 

○ 第 67 回全国乳児院協議会において、役員が権利擁護等を中心とした全乳協の取り

組みを説明し、乳児院施設長等に対して権利擁護意識の徹底を図った。 

○ 全乳協主催研修会等において、資料集に「乳児院 倫理綱領」、「より適切なかかわ

りをするためのチェックポイント」を掲載し、意識づけと周知に努めた。 

（２）養育・支援の振り返り体制等強化（自己評価、第三者評価事業の活用による養育・

支援の質の向上） 

社会的養護関係施設の第三者評価基準の見直しにあたり、養育・支援の質のさらな

る向上の観点から検討し、見直しを所管する全社協・福祉サービスの質の向上推進委

員会に意見等対応した。 

２．全国乳児福祉協議会 20 年小史編纂にむけた検討 

総務委員会において検討を行い、2020 年度に発行を予定することとし、まず特集企

画となる主要元役員等のインタビュー等を平成 30 年度に実施すべく、企画内容を協

議した。 

３．組織活動と連絡調整 

（１）組織事業の活性化と財源確保に関する方策の検討等 

（２）運営内規、諸規則の管理 

（３）ブロック別活動への助成、情報提供等協力 

○ 「ブロック協議会助成金規則」に基づき、平成 29 年７月、６ブロックに対し計

1,631,000 円を助成した。 

○ ブロック協議会会長会議等により、各ブロック協議会との情報共有を図った。 

（４）人材確保への取り組み 

『乳児院の仕事 PR DVD 笑顔で働く理由』を一般社団法人全国保育士養成協議会お

よび一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟の会員校に提供して、実習や就

職活動を行う学生等に幅広く乳児院の取り組みに関する周知・啓発を求めるため、DVD

の増版を行った。（DVD の提供は平成 30 年度初旬に実施予定） 



（５）寄贈・寄付の調整・受け入れ等、企業等による社会貢献活動に対する協力 

○ 公益財団法人資生堂社会福祉事業財団実施の資生堂児童福祉海外研修への参加（例

年継続） 

○ コンビ株式会社、コンビネクスト株式会社より寄贈受け入れ（ベビー用品・服／例

年継続） 

○ 日本ベビーフード協議会より寄贈受け入れ（ベビーフード／例年継続） 

○ 一般社団法人日本レコード協会より寄贈受け入れ（音楽 CD） 

（６）乳児院への各種助成事業への対応 

株式会社ジェイ・ストームの寄付による「幼い子どものゆたかな育ち応援助成」（七

五三のお祝い助成）に協力し、80 施設 343 名の乳児院入所児（満３歳・５歳の子ども）

に対する計 10,224,502 円の助成実施を支援した。 

（７）全乳協要覧の作成、配布 

平成 29 年 12 月に会員施設および厚労省等関係機関に配布した。 

（８）全社協・退所児童等支援事業への参画 

全社協・全国退所児童等支援事業連絡会に役員を派遣し、「平成 29 年度退所児童等

支援事業全国セミナー」開催など、事業の執行にかかる協力を行った。 

（９）乳児院のリスクマネジメントの検討 

乳児院における多様なリスクとその対応について検討し、リスクのうち防犯対策に

ついては各乳児院における取り組みの参考資料の提供に向けて協議した。 

４．全国乳児院協議会の企画内容の検討と実施、参加促進 

（１）「第 67 回全国乳児院協議会」の企画・運営 

会 場：ホテル札幌ガーデンパレス（北海道札幌市） 

期 日：平成 29 年９月 21 日（木）～22 日（金） 

参加者：246 名（定員：200 名）  参加費：17,000 円 

テーマ：「課題をこえて進化する ―乳児院の新たな可能性を求めて―」 

プログラム概要： 

・ 行政説明「社会的養育の推進に向けて」 

・ 説明「全国乳児福祉協議会の取り組み ―権利擁護と人材育成を中心に―」 

・ 特別講演「新しい児童福祉・社会的養育と乳児院の可能性への期待」 

・ シンポジウム「課題をこえて進化する ―乳児院の新たな可能性を求めて―」 



（２）「第 68 回全国乳児院協議会」の準備 

会 場：アスト津（三重県津市） 

期 日：平成 30 年 10 月 11 日（木）～12 日（金） 

５．平成 29 年度全乳協「永年勤続者表彰」（会長表彰）の実施 

第 67 回全国乳児院協議会において永年勤続者表彰（受賞者 53 名）を実施した。 

《制度対策研究活動》

１．国の施策をふまえた乳児院に求められる役割・機能の強化にむけた検討 

（１）国の施策への対応と提言 

○ 「新しい社会的養育ビジョン」を受けた厚労省検討会等として、「社会保障審議会児

童部会社会的養育専門委員会」「乳児院・児童養護施設の多機能化等に関するプロジェ

クトチーム（PT）」、平成 29 年度先駆的ケア策定・検証調査事業「フォスタリング機関

事業のガイドライン策定に係る調査研究」「乳児院による里親支援の可能性に関する

調査研究」に参画し、乳児院の実態に基づく対応を図った。（２.－（３）、３.－（２）

参照。） 

○ 自由民主党「児童の養護と未来を考える議員連盟」（平成 29 年度は総会２回、勉強

会６回開催）に役員がオブザーバー出席した。平成 30 年３月 22 日開催の勉強会では

全乳協等に対するヒアリングが行われ、意見書提出のもと、乳児院の実態とともに今

後のあり方や将来進むべき方向、そのために必要な予算・施策等について意見した。 

（２）乳児院の役割・機能強化にむけた、先行研究等の活用 

「乳児院の将来ビジョン」（平成 24 年９月）実現の具体策である以下の資料の頒布

普及を行い、活用促進を図った。 

・ 『乳児院におけるアセスメントガイド』（平成 25 年３月） 

・ 『乳児院における心理職のガイドライン』（平成 26 年６月） 

・ 『よりよい家庭養護の実現をめざして』（平成 27 年５月） 

２．調査研究の実施、公表、活用促進 

（１）乳児院の入所児の実態把握にむけた調査研究への協力 

子どもの虹情報研修センターが実施する課題研究「乳児院養育の可能性と課題を探

る」（研究代表者：遠藤利彦氏（東京大学大学院教授）、平成 29～31 年度）に共同研究

員２名を派遣し、乳児院におけるアタッチメント形成等に向けたアセスメントシート



の標準化の検討に参画した。また、検討の参考資料として、各乳児院で使用されてい

るアセスメントシートの提供を受けることに協力した。 

（２）「全国乳児院入所状況実態調査・充足状況調査」の実施 

平成 28 年度の状況について、平成 30 年２月に調査を実施し、調査結果の集計を行っ

た。（報告書のとりまとめは平成 30 年度初旬に実施予定） 

（３）その他必要に応じたデータ収集と関係調査への協力 

○ 厚労省平成 29 年度先駆的ケア策定・検証調査事業「フォスタリング機関事業のガイ

ドライン策定に係る調査研究」（検討委員会は４回開催）に役員を、また同事業「乳児

院による里親支援の可能性に関する調査研究」（検討委員会は４回開催）に協議員等２

名を派遣し協力した。 

３．政策・予算対策活動 

（１）平成 30 年度乳児院に関する要望等の実施、平成 31 年度予算要望の検討 

○ 平成 29 年５月 15 日、厚労省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（局名は当時）に対

して平成 30 年度全乳協国家予算要望書を提出した。 

○ 平成 31 年度全乳協国家予算要望の検討を行った（平成 30 年５月に開催する協議員

総会における報告を経て厚労省子ども家庭局家庭福祉課に提出する予定）。 

（２）社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会等への参画 

○ 厚労省「社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会」（平成 29 年度は４回開催）

に役員を派遣し、都道府県推進計画の見直し要領等の検討に参画した。第 20 回委員会

（平成 29 年 10 月 25 日開催）および第 21 回委員会（平成 29 年 11 月 22 日開催）に

は意見書を提出し、乳児院の取り組みへの理解を図り、新たな社会的養育における乳

児院の活用、都道府県推進計画見直し要領における施設関連の記載等について意見し

た。 

○ 厚労省「乳児院・児童養護施設の多機能化等に関する PT」（６回開催）に役員２名

を派遣し参画した。第１回 PT（平成 29 年 11 月 30 日開催）には資料として『乳児院

の将来ビジョン検討委員会報告書」（平成 24 年９月）の「乳児院の将来ビジョンフロー」

を改変したフロー図を提出し、乳児院の今後のあり方のイメージについて意見した。 

○ 厚労省平成 29 年度先駆的ケア策定・検証調査事業「フォスタリング機関事業のガイ

ドライン策定に係る調査研究」（検討委員会は４回開催）に役員を、また同事業「乳児

院による里親支援の可能性に関する調査研究」（検討委員会は４回開催）に協議員等２

名を派遣した。（再掲） 



（３）全社協・政策委員会、社会福祉施設等協議会連絡会、同会調査研究部会等への参画 

役員を派遣し、今般の社会福祉法人制度改革への対応等、社会福祉をめぐる諸課題

について、他種別協議会との協議を行った。 

（４）その他、厚労省ワーキンググループ等への参画 

厚労省委託研究への参画は、２.－（３）参照。 

《広報・研修活動》

１．乳児院の養育の質向上のための人材育成の取り組みの強化 

（１）研修小冊子の活用による養育の質向上にむけた研修実施支援 

『初任職員にむけた研修小冊子』『中堅職員にむけた研修小冊子』の頒布・普及を進

めるとともに、各乳児院における初任職員等への研修のさらなる推進に向けて、スー

パーバイズする職員が活用するための研修小冊子活用教材（解説スライド）の検討を

行った。（教材のとりまとめは平成 30 年度初旬に実施し、全乳協ホームページに掲載、

普及を図る予定） 

（２）研修実施の体制づくりにむけた方策検討 

社会的養護処遇改善加算の要件等をもとに、全乳協の研修会等のプログラムやあり

方等について検討した。 

２．養育の質の向上等にむけた研修会の実施、および他団体研修事業との協力 

（１）「第 61 回全国乳児院研修会」の開催 

会 場：ホテルアバローム紀の国（和歌山県和歌山市） 

期 日：平成 29 年７月５日（水）～７日（金） 

参加者：309 名（定員：250 名）  参加費：15,000 円 

プログラム概要： 

・ 基調報告「乳児院が果たしている役割を踏まえ、今後のあり方を考察して」 

・ 基調講演「乳児院の可能性」 

・ ポスターセッション 

・ 報告「全乳協の人材育成に関する取り組み報告」 

・ 実践報告・研究発表 

 「第 42 回資生堂児童福祉海外研修報告」 

 「全国の乳児院における食物アレルギーの実態調査報告」 

 「多くの情報に翻弄される里親や保護者への食支援活動報告」 



・ 分科会 

 「記録から見る乳児院入所児の変化と必要な支援について」 

 「小規模グループケアの課題と今後の対策について」 

 「飲まない、食べない子どもへの対応」 

・ 特別講演「子どもの育ちをつなぐ“telling”」 

（２）「第 62 回全国乳児院研修会」の準備 

会 場：甲府富士屋ホテル（山梨県甲府市） 

期 日：平成 30 年７月 24 日（火）～26 日（木） 

（３）「第６回乳児院上級職員セミナー」の開催 

会 場：全社協・会議室（東京都千代田区） 

期 日：平成 29 年 11 月 29 日（水）～12 月１日（金） 

参加者：105 名（定員：120 名）  参加費：20,000 円 

プログラム概要： 

・ 講義・演習「上級職員に求められるチームアプローチ、スーパービジョン」 

・ 講義「メンタルヘルスとリラクゼーション（身体技法）」 

・ 説明「研修小冊子活用教材による各地での研修の推進」 

・ 講義・演習「妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援」 

・ 講義「乳児院におけるアタッチメントとは？」 

（４）ファミリーソーシャルワーク研修会（全社協児童福祉部事業）の共催 

会 場：TOC 有明（東京都江東区） 

期 日：平成 30 年１月 30 日（火）～31 日（水） 

参加者：472 名（うち乳児院参加者 94 名） （定員：400 名） 

（５）社会的養護を担う児童福祉施設長研修会の共催 

① 西日本会場 

会 場：ホテル大阪ベイタワー（大阪府大阪市） 

期 日：平成 29 年９月 11 日（月）～12 日（火） 

参加者：220 名（うち乳児院参加者 30 名） （定員：250 名） 

② 東日本会場 

会 場：全社協・灘尾ホール他（東京都千代田区） 

期 日：平成 29 年 12 月 13 日（水）～14 日（木） 

参加者：314 名（うち乳児院参加者 51 名） （定員：250 名） 



（６）「子どもの育ちを支える、子ども・子育て全国フォーラム」の共催 

会 場：全社協・灘尾ホール（東京都千代田区） 

期 日：平成 29 年 12 月 12 日（火） 

参加者：176 名（うち乳児院参加者 24 名） （定員：250 名） 

（７）「子どもの虹情報研修センター」研修事業への協力 

○ 役員を派遣し、子どもの虹情報研修センター事業の企画・運営に協力と連携を図っ

た。 

○ 同センターが実施する課題研究への参画は、２.－（１）参照。 

３．その他、乳児院に関する広報・啓発活動 

（１）『改訂新版 乳児院養育指針』の頒布普及と活用促進 

（２）機関誌『乳児保育』の作成と頒布普及（全施設対象／有償頒布あり） 

平成 30 年３月に平成 29 年度発行予定２号の合併号を発行し、「新しい社会的養育

ビジョン」等への全乳協の対応や、乳児院の家庭支援の取り組みなどについて広報・

啓発を行った。 

（３）全乳協ホームページの更新維持・管理 

全乳協ホームページを平成 30 年度にリニューアルすべく、現行ページの課題等に

ついて検討した。 

（４）「全乳協ニュース」の発行（全施設対象／随時） 

乳児院をめぐる情勢の動向や全乳協の対応・取り組みなどの情報を随時発信した。

（平成 29 年度は計６号発行） 

（５）『赤ちゃんいのち輝いて』の普及等 

乳児院のパンフレット『赤ちゃんいのち輝いて』の頒布・普及促進を図った。 



＜全国乳児院協議会・全国乳児院研修会 開催地一覧＞ 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

協議会

(大会)

第 62 回 

近畿 

（兵庫県） 

＊永年勤続者表彰

第 63 回 

東海･北陸 

（愛知県） 

＊永年勤続者表彰

第 64 回 

中国･四国 

（高知県） 

＊永年勤続者表彰

第 65 回 

関東･甲信越静

（新潟県） 
＊大臣表彰 

＊永年勤続者表彰

第 66 回 

九州 

（宮崎県） 

＊永年勤続者表彰

第 67 回 

東北･北海道 

（北海道） 

＊永年勤続者表彰

研修会

第 56 回 

九州 

（鹿児島県） 

第 57 回 

関東･甲信越静

（茨城県） 

第 58 回 

東海･北陸 

（石川県） 

第 59 回 

東北･北海道 

（岩手県） 

第 60 回 

中国･四国 

（鳥取県） 

第 61 回 

近畿 

（和歌山県） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

協議会

(大会)

第 68 回 

東海･北陸 

（三重県） 

＊永年勤続者表彰

第 69 回 

近畿 

（京都府） 

＊永年勤続者表彰

第 70 回 

関東･甲信越静

（東京都） 
＊大臣表彰 

＊永年勤続者表彰

第 71 回 

中国･四国 

（香川県） 

＊永年勤続者表彰

第 72 回 

九州 

（未定） 

＊永年勤続者表彰

第 73 回 

東北･北海道 

（未定） 

＊永年勤続者表彰

研修会

第 62 回 

関東･甲信越静

（山梨県） 

第 63 回 

九州 

（沖縄県） 

第 64 回 

東海･北陸 

（岐阜県） 

第 65 回 

東北･北海道 

（未定） 

第 66 回 

近畿 

（未定） 

第 67 回 

中国･四国 

（徳島県） 



《児童福祉施設関係種別協議会との協同事業》

１．児童福祉の課題や諸制度への対応 

・ 児童福祉関係種別協議会会長会議への参画と協同活動 

・ 必要に応じた合同会議の開催等 

２．社会的養護を支える施設長、職員のための研修 

・ 社会的養護を担う児童福祉施設長研修会の共催 

・ ファミリーソーシャルワーク研修会（全社協児童福祉部事業）の共催 

３．子ども家庭政策を実現する全国フォーラムの共催等 

《全国社会福祉協議会との連携》

１．全社協／理事会（総務部） 

２．全社協／政策委員会、同社会的養育ビジョン検討会（政策企画部） 

３．全社協／福祉サービスの質の向上推進委員会（政策企画部） 

４．全社協／社会福祉施設協議会連絡会、同調査研究部会（法人振興部） 

５．全社協／植山つる児童福祉研究奨励基金運営委員会（児童福祉部） 

６．全社協／ファミリーソーシャルワーク研修会企画委員会（児童福祉部） 

７．全社協／社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（児童福祉部） 

８．全社協／福祉施設長専門講座運営委員会（中央福祉学院） 

９．全社協／国際社会福祉基金委員会（国際部） 

10．全社協／退所児童等支援事業（児童福祉部） 

11．全社協／児童福祉施設の相互連携による地域を基盤とした要保護児童等への支援方

策に関する研究事業（児童福祉部） 

《他団体との連携》

１．児童虐待防止対策協議会 

２．健やか親子 21 推進協議会 

３．社会福祉法人福利厚生センター 

４．社会福祉法人横浜博萌会／子どもの虹情報研修センター 

５．公益財団法人全国里親会 

６．特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワーク 

７．国立武蔵野学院／社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究会 

《厚労省関係の審議会等》

１．社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 



平成 29 年 10 月 25 日 

社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会

委 員  森 下 宣 明 

新たな社会的養育の在り方等の検討にあたって

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

全 国 乳 児 福 祉 協 議 会

会 長  平 田 ルリ子 

 私たちが日々、乳児院現場において向き合っている乳幼児・家族のニーズに対応するた

め、以下意見いたします。

１．乳児院の機能を新たな社会的養育に活用すべきです。

○ 乳児院では、社会的養護を必要とする乳幼児・家族のため、以下をはじめとして取

り組んでいます。

緊急性を要する乳幼児の 24 時間 365 日の一時保護等受け入れ、その生命の保護と

安心・安全な環境での養育

病気、障害、被虐待等の重篤な課題のある乳幼児に対する医療・看護・リハビリ・

心理療法等のスタッフの協働による専門的なケア

小規模環境・個別対応を重視した乳幼児とのアタッチメント形成

家庭に帰す・つなぐことを目標とした乳幼児・保護者に対するアセスメント

地域の関係機関に加え里親とともに行うチーム養育による里親支援

⇒ 取り組みの詳細については、別添の検討会提出意見等をご参照ください。

○ これらの取り組みは、結果およそ半数の乳幼児が家庭復帰するなど、平成 28 年改

正児童福祉法の目指すものにも通じており、今後一層の機能強化のもとで、乳幼児と

のアタッチメント形成とファミリーソーシャルワークを主軸とした地域における「乳

幼児総合支援センター」への変革を目指しています。

○ 里親の専門性向上や児童相談所によるソーシャルワーク強化などにはきめ細かな対

応と相当の時間を要することも踏まえ、新たな社会的養育においては、乳児院のノウ

ハウや強化された機能を最大限活用し位置づけてください。

○ また、とくに今後の新たな社会的養育の具体化の検討においては、こうした乳児院

の実態を踏まえることが必要であり、様々な検討の場への乳児院現場関係者の参画を

求めるとともに、引き続き意見・提言を図ります。

２．十分な予算措置の必要性

○ 国において、また都道府県推進計画の見直しにあたっては、新たな社会的養育を確

実にすすめることができるだけの必要・十分な予算措置が講じられるべきです。

事業報告添付資料１

厚生労働省｢社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会｣

第 20回（平成 29年 10月 25日開催）提出意見〔抜粋〕



別添資料 

「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」等への 

全乳協提出意見 

【別添１】 第 2回検討会（平成28年 9月 16日開催）ヒアリング提出意見 

⇒添付略

【別添２】 検討会・奥山眞紀子座長との意見交換会（平成29年 4月 27日開催） 

提出資料 

※奥山座長と全乳協との意見交換会を実施した際、全乳協から提出した

資料

【別添３】 第 14回検討会（平成29年 5月 26日開催）提出意見 
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2017.4.27 
「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」

奥山座長との意見交換

全国乳児福祉協議会

平成２８年９月１６日のヒアリングにおいて、全国乳児福祉協議会として児童福祉法改

正の趣旨を前向きに捉え、現行の機能を発展させる方向性を伝えさせていただいた。

全国の乳児院のデータや私たちが日々現場で出会う子どもや家族の実状は、多様な支援を

必要とする家族の存在を浮き彫りにしていると捉えている。

改正児童福祉法の第三条の二に示されたとおり、まずは第一義には家庭、保護者への支

援を重視するべきであり、それこそまさに乳児院が担ってきた基本的な援助活動、支援活

動である。それゆえに、乳児院は児童福祉法に位置付けられている。乳児院の実態から乳

児院を必要としている子どもと保護者の代弁者としての立場からも、発言させていただく。

改正児童福祉法 

第三条の二  国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童

の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれ

ている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場

合にあっては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童

を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあっては児童ができる限り良好な

家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。

１．家庭へ帰す（家庭復帰）、地域へ帰すための支援

 乳児院では、まず「家庭へ帰す」ための援助活動・支援活動に多くの時間を費やしてい

る。乳児院の退所理由(措置解除)の 1 位は家庭引取であり約半数を占めている。

また、保護者と子がともに暮らすことができない理由とその関係にいたった時間によっ

ては、「家庭に帰す」という乳児院での過程に倍以上の時間を要するということであり、そ

して入所期間は、十分なアセスメントにより設定されるものと考えている。

たとえば、

① 子どもに求められる支援

⇒ まず生体リズムを整える。うまくミルクが飲めない子どもに 40 分かけて授乳し

たり、抱けば体が突っ張る子どもにスリングや赤ちゃんマッサージ等で胎内体験

からの取戻しを行ったり噛まない子どもへの対応など大人がかかわる心地よさ

と子どものアセスメントに応じた個別のかかわりを行う。

② 家族とくに母親の困りごとへの支援

⇒ 抱くのがこわい、眠れない等の相談対応や、保護者のタバコ臭で咳き込む子ども

【別添２】
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のために母親の入浴から面会に入る手順を行い、保護者が面会を楽しめるような

支援や役所へ福祉等の申請に一緒に赴くなど保護者の要望に応じた支援を行う。 

③ 子どもとの関係づくり

⇒ 「子どもに何と声かけしたらよいかわからない」「あやすって何」など子どもと

接し方がわからない保護者へ、その子の特徴や喜ぶポイントを伝えて距離を少

しずつ縮めていく支援を行う。

④ 子どもを育てるための養育体験への支援

⇒ 泣くと困るとの訴えに「泣き」に一緒に付き添って対応したり、グループ生活の

中で時をともに過ごし離乳食づくりや食事介助などの養育体験を行う。 

⑤ 生活を営むための支援

⇒ 引取りのために保護者の自宅で一時的に保護者と子のかかわりや遊びなど生活

をしてみたり、子どもの発達に応じた関わりができるよう困った時に相談できる

よう乳児院の担当者を決めて定期・不定期に連絡をとっていたり、また関係機関

との連携を作ったりする。

など保護者と子の状態の変化や、関係性の修復の時を経て、「家庭へ帰す」ことの取り

組みをきめ細やかに進めるとともに、関係機関と連携し段階を設け実施している。

また、この取り組みは乳児院が行う子育てサロンなどの地域への支援事業につながって

いる。さらに付け加えるならば、乳児院には家庭復帰や措置変更、里親委託後も多くの家

族がその成長を伝えに来訪される。大人に成長した子ども自身が、ルーツ探し(出自・自

分探し・アイディンティ)の来訪も少なくない。

「乳児院の退所理由(措置解除)の 1 位は家庭引取であり約半数を占めている。」

２．家庭復帰が難しく、また行先の定まらない子どもと保護者への支援

 家庭復帰が難しく、また行先の定まらない子どもの発達状況や課題を見極めつつ、保護

者との関係性に十分な配慮をしつつ、保護者が養育できるようにと時間をかけながら、保

護者と子の次の生活の営みの場へとつなぐよう援助・支援している。

とくに精神疾患や知的障害のある家族は、養育能力に支障があっても「育てたい」との
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意向が強く、そして面会も頻回である。そうした保護者や家族ほど、里親委託の同意を得

ることが難しいケースが多い。

一方、虐待した親の心の痛みの回復、子どもの障害の受け入れには時間を要する。

そして、子ども自身の発達の課題が重い病気や障害のあるケースも多い。そうした子ど

もの場合、療育には十分に配慮しながら対応しなければならないし、さらに感情の起伏が

激しかったり、パニックが収まりづらかったりと、子どもに育てにくさもあるため、十分

な経験と専門性のある看護師・保育士等職員が連携・協力しながら養育にあたっている。

当然ながら、子どもの育ちの見極めとより細やかなケアと保護者支援が必要だが、家族

を切り捨てずに、「家族に帰す」との基本をもとに、親と子の次の生活の営みの段階へ丁寧

につなぐ支援を行う。

３．医療型の乳児院

医療型の乳児院では、病院などから入所してくる疾病や障害のある乳幼児を一手に引き

受けている。今後とも、そうした緊急性のある乳幼児を受けとめる医療型の乳児院の確保

は必要であり、さらなる整備が不可欠である。一時保護の増加もしかりである。

また、医療型障害児入所施設（重症心身障害児施設）が日本赤十字社付属乳児院の入所

児童のために作られた歴史があるように、行き場のない子どもの入所期間が長期化してい

る現状もある。医療型障害児入所施設や障害児施設へつなぐ場合は、入所待ちが多く子ど

もの発達状態に応じた対応に時間を要している。

「「健全」は年々減少し、医療や療育の対応が必要な子どもの入所が増加している。」

４．新たな社会的養育の検討会への意見 

① 乳児院は、乳幼児の入所生活施設としてのコアの基盤と機能があってこそ、乳幼児の

養育と親支援のノウハウと専門性を積み上げられている。その家庭復帰へのノウハウ

があってこそ社会的養育の果たすべき親支援、地域の子育て支援に生かせるのであ

る。さらに、里親支援にも生かせることだと踏まえている。

② 乳児院の保護者状況で「実父母あり」は 52.9％であり、保護者との交流は他の代替養

育よりはるかに高い。面会交流は 54.1％。一方、里親委託では「実父母あり」が 21.9％、

「両親ともいない」が 42.9％である。乳児院の実態からは、実親を孤立させずに、子
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どもと実親をつなぎ支える支援が重要だと理解している。

「児童養護施設入所児童等調査結果(平成 25 年 2 月 1 日現在)より」

③ 仮に、乳児院が「包括的な里親支援機関のみ」と、その役割をかえるような検討会の

方向性となるならば、これまで乳児院が担ってきた「家庭へ帰す」というソーシャル

ワークの専門的機能は、どこがやれるのか、担うのだろうか。検討会では、「児童相

談所や市町村」との考えがあるようにうかがえるが、児相等では、虐待通報対応だけ

で動きがとれない実態にあり、また市町村行政の取り組みや機能の後退、格差の実態

に照らしても、とても担えるものではないと、われわれは判断している。

④ 改正児童福祉法では、「子ども虐待に関する市町村の役割を強化する」との方針がだ

されたが、とりわけ乳幼児にかかわる緊急的な受入れや保護者と乳幼児に対する継続

した専門的養育ケアは、どのような機関が担っていくのか）

⑤ すでに、乳児院や児童養護施設の入所数は微減しており、里親委託が増えている実態

にあり、その傾向は実態として続くと受けとめている。一方、乳児院の入所では、重

い病気や障害などと、養育上の課題のある乳幼児と子育てに課題のある親への支援が

不可欠となっている。平成 27 年度全国乳児院入所状況実態調査では、病気等が全く

ない「健全」な子どもの入所が入所児数 39.8％であった。健全な乳幼児は、家庭や里

親等へはやめに措置解除になっていくが、6 割は病気や障害があり、なかなか受け入

れ先が決まらない子ども多いが、それでも 77.6％は 2 年未満で退所している。

⑥ 「乳児院の入所を減らし、里親へ委託」との入り口の制限や、里親か、乳児院か、な

どと単に社会的養護の方途を比較するのではなく、まずは子どもの最善の利益を保障

するための選択肢を増やすことが重要である。親を受けとめ、しっかりとアセスメン

トをはかり、もっとも適切な養育と親支援の方途を選択すべきである。そのことが厳

しい課題のある子どもや親・家族を切り捨てない支援につながるものであり、より効

果的と考えている。

⑦ 全国乳児福祉協議会が、積極的に「包括的里親支援事業」に取り組む方向性を持って

いるのは、子どものニーズにそった養育を提供できる里親を増やしていきたいからで

ある。そして、支援を必要とする里親の存在、支援の行き届いてない存在に出会って

いることもある。

⑧ 現実の里親基礎研修は２日程度、認定前研修も 2 日程度、更新研修 1 日と内容も大

変に乏しい。厳しい養育課題への里親個人の対応力にも限界があるなかで、養育過程

の不全の問題も起きている。欧州では、里親の養成のために長い時間と財政投入を図

ってきたことで、今があると聞いている。しかし、日本では、そうした対応策も実現

されないままに、国連の指針などの理念・理想だけの受け売りが先行しているように

受けとめている。

⑨ また、一部の地域では、公然と「里親は費用が安い」との導入理由と上げている行政

が散見されるわけで、それこそ「子どもを主体」にしてないという、無責任な大人の

問題である。

⑩ 本検討会でのまとめが理念や理想を先行してしまう内容となるなら、また現在の社会

的養護の実態を反映されるものでなければ、サイレントマイノリティである乳幼児の

最善の利益の喪失の危機と言わざるをえない。さらに、志を抱きながら日夜養育に取

り組んでいるサイレントマイノリティの乳児院関係者の強い失望とモチベーション
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の喪失との危機を強く感じている。本検討会には、乳児院を運営している委員も参画

している。どうか、今後の社会的養育の体制の在り方については、現実の社会的養護

の現場実態に照らして発展させていただきたい。

「平成 25 年度を境に、“一時保護委託児数”が“乳児院措置入所児数”を上回っている。

平成 25 年度の調査では、一時保護委託児の 60％、措置入所児の 46％が家庭復帰している。

一時保護委託では、とくに緊急一時保護委託を午後６時から明朝８時までの夜間帯に受け入れた

割合は全体の 23.5％を占めていた。」

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
委託一時保護全数 6215 6354 7664 7504 7254 7544 9175 10142 11385 12204 13174 13847
乳児院一時保護児数 1047 1252 1472 1406 1461 1502 1851 1872 2202 2098 2372 2465
乳児院措置入所児数 2732 2657 2571 2420 2523 2353 2311 2246 2252 2099 2126 2025
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図３厚生労働省福祉行政統計にみる乳児院の措置児数と一時保護委託児数の推移
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児童の代替的養護に関する指針(国連総会 2009 年 12 月採択決議)

Ⅱ.一般原則とその家族 

Ａ.児童とその家族 

3.家族は社会の基本的集団であると同時に、児童の成長、福祉及び保護にとって自然な環境であるた

め、第一に、児童が両親（又は場合に応じてその他の近親者）の養護下で生活できるようにし、又は

かかる養護下に戻れるようにすることを目指して活動すべきである。国は、家族がその養護機能に対

する様々な形態の支援を受けられるよう保障すべきである。

乳児院の措置解除の乳幼児の半数は、家庭復帰である。乳児院は家族の養護機能への支援の役割をは

たしていると受け止めている。 

Ⅱ.一般原則とその家族 

A.児童とその家族 

5.児童自身の家族が、適切な支援を受けているにもかかわらずその児童に十分な養護を提供できず、又

はその児童を遺棄若しくは放棄する場合、国は所轄の地方当局及び正式に権限を付与された市民社

会団体と共に、又はこれらを通じて、児童の権利を保護し適切な代替的養護を確保する責任を負う。

Ⅶ.代替的養護提供 

B.児童に対する法的責任 

1. 公式の養護を担当する機関及び施設+ 

106.全ての機関・施設は、その目的を確実に果たせるようにするため、その目的、方針、方法、並びに

資格を有する適切な養護提供者の採用・監視・監督・評価に適用される基準などに関する、明文化さ

れた方針と実施規定を本指針に沿って整備すべきである。

乳児院は、児童福祉法に基づき位置づけられる「公式に養護を担当する施設である」と認識し、「児童

の安全、福祉及び発達」の専門的な役割を果たしていると踏まえている。 

Ⅶ.代替的養護提供 

C.施設養護 

123.施設養護を提供する施設は、児童の権利とニーズが考慮された小規模で、可能な限り家庭や少人数

グループに近い環境にあるべきである。当該施設の目標は通常、一時的な養護を提供すること、及び

児童の家庭への復帰に積極的に貢献することであり、これが不可能な場合は、必要に応じて例えば養

子縁組又はイスラム法のカファーラなどを通じて、代替的な家庭環境における安定した養護を確保

することであるべきである。

 まさに、乳児院のコアの部分であり、全乳協が積極的に取り組んでいる実態であり、この現状を理解

していただきたい。 
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IX. 緊急事態における養護 

A.指針の適用 

153.本指針は、国際的及び非国際的武力紛争並びに外国の占領を含む、天災及び人災から生じた緊急事

態に適用されるべきである。緊急事態に親の養護下にない児童のため働くことを希望する個人及び

組織は、本指針に従って活動することを強く奨励される。 

Ⅱ.一般原則とその家族 

B.代替的養護

22. 専門家の有力な意見によれば、幼い児童、特に 3歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環

境で提供されるべきである。この原則に対する例外は、兄弟姉妹の分離の防止を目的とする場合や、

かかる代替的養護の実施が緊急性を有しており、又はあらかじめ定められた非常に限られた期間で

ある場合であって、引き続き家庭への復帰が予定されているか、又は結果として他の適切な長期的養

護措置が実現する場合であろう。 

Ⅶ.代替的養護の提供 

2.あらゆる形態の公式の代替的養護策に当てはまる一般的な条件 

87. 乳児及び幼児（特別なニーズを持つ者を含む）の個別の安全面、健康面、栄養面、発達面及びその

他のニーズはあらゆる養護環境において満たされるべきであり、特定の養護者への愛着心を継続し

て持ち続けられることはその中に含まれる。

乳児院は、十分ではないがそれらの事項に沿う役割を果たしていると踏まえている。とくに、現在、

乳児院の措置入所は、95％が０歳から１歳児である。また、過去 5年の乳児院への措置入所数の推移

は微減・微増の繰り返しである。その要因は、医療の高度化もあり未熟児や障害児も増え、急増の児

童虐待等を背景に、新生児・乳幼児のいのちとリスクが緊急・危機的な状況で措置入所してくるため

である。また精神疾患等で養育できない親の増加などを踏まえると、より厳しい課題のある保護者が

増えていると実感している。乳児院は、医師、看護師、保育士等専門職がこのような緊急的なリスク

対応と、養育対応、親支援を図っている。 

 乳児院が組織的に、また専門性をもって子どもと親の緊急かつ重篤な課題に対応している実態に照

らして、果たして個人レベルで緊急的な対応を負えるか、大いに問題がある。また 0～1 歳の里親委

託数が、乳児院の 3分の 1である実態がそうした背景ととらえている。 
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Ⅱ.一般原則とその家族 

B.代替的養護 

14．児童を家族の養護から離脱させることは最終手段とみなされるべきであり、可能であれば一時的な

措置であるべきであり、できる限り短期間であるべきである。 

Ⅳ.代替的養護の必要性の予防 

B. 家族への復帰の促進 

51.家庭への復帰を特に目的とした児童とその家族との定期的かつ適切な接触を、所轄団体は発展させ、

支援し、かつ監視すべきである。

乳児院の措置解除後の半数は、家庭環境の改善による親への復帰であり、指針の本旨にそう実態であ

る。さらに、入所期間も 1年未満 44.3％ 2 年未満で 77.6％である。指針の方向性にそった家庭支援

の役割を担っていると考えている。また、地域での養育支援を抜本的に改革・改善することが、家族

への復帰の主旨にそうことであり、子どもと親の育児支援の効果がより期待できるものと強く考えて

いる。 

Ⅶ.代替的養育の提供 

2.あらゆる形態の公式の代替的養護策に当てはまる一般的な条件 

81. 児童を代替的養護下に置く際には、児童の保護及び最善の利益に従って、家族との連絡のみなら

ず、友人、隣人及び以前の養護者など児童に近い存在のその他の者との連絡を奨励し促すべきであ

る。児童が家族と連絡をとれない場合には、家族の者たちの状況について情報を得られるようにする

べきである。 

乳児院における家族との交流での帰宅・面会、電話連絡の総数が多い実態も、役割を果たしている

といえる。 
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平成 29 年 5 月 26 日 

厚生労働大臣 塩崎 恭久 様 

新たな社会的養育の在り方に関する検討会座長 奥山 眞紀子 様 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

全国乳児福祉協議会 

会 長 平田 ルリ子  

新たな社会的養育の在り方に関する検討会への意見・提言 

平成 28 年 9 月 16 日の当検討会でのヒアリングにおいて、全国乳児福祉協議会（以

下、全乳協）は改正児童福祉法のもとでの子ども家庭福祉の増進のために、全国的な乳

児院の実態と特徴とともに、乳児院の役割・機能をさらに拡充、発展させていくための方

向性と『乳幼児総合支援センター（仮称）』等の提案をさせていただきました。 

そして、今回、新たな社会的養育の在り方に関する検討会のとりまとめに向けて、子ども

家庭福祉の強化のための乳児院の役割と専門機能について、以下のとおり全乳協として

の意見・提言をさせていただきます。また、自分の思いや考えを言語化できない子どもの

立場を尊重し、また乳児院を必要とする親・家族の心情を代弁する立場からも意見を述

べさせていただきます。 

私たちが日々、児童福祉の現場で出会い、向き合っている子どもと親・家族のニーズと

権利を充足するためには、さまざまな形態の社会的養護策の構築が必要だと考えていま

す。とくに、子どもの安全や権利に基づいて、ケースバイケースで適切な保護や養育、そし

て支援・援助が提供できる重層的な社会的養育施策は必須、急務であり、その実現をは

かるよう要望いたします。 

意見・提言の重要ポイント 

１．改正児童福祉法にそって俯瞰する乳児院の基盤的な役割と専門機能 

（基本構想） 

〇０歳から幼児期の子どもたちのアタッチメント形成（虐待等のダメージ、心身の障がい

や疾病等の回復をも包含する関係性）とファミリーソーシャルワークを主軸とする治療

的養育機関（センター）をめざして変革していく。 

〇乳幼児とのアタッチメント形成 

胎生期・周産期から始まる不適切な養育体験による脳内神経基盤のダメージ、心

身障がい、疾病・虚弱に及ぶマイナスからの出発を余儀なくされる乳幼児への基本

的欲求充足過程における個別的・質的・時間的・空間的スペシャルケア機能を高め

ていく。 

【別添３】
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〇ファミリーソーシャルワーク 

子どもにとって大切にしたいものは、親・家族である。親との関係性の喪失から回

復をめざして、さまざまな養育体験や面会の構造化、親へのカウンセリング、心理臨

床等を包括する子どもと親・家族の再建機能を果たす。 

２．新たな社会的養育体系に資する乳児院の強化すべき専門機能 

〇「家庭養育」の支援～児福法第 3 条の 2 の趣旨にそって、保護者支援（ファミリーソ

ーシャルワークや家族の再統合支援）は重要課題であり、市町村支援拠点事業と協

働して支援活動をはかっていく（０～幼児期の養育過程学習の通所措置、一時保

護等）。 

〇「家庭と同様の養育環境で継続的に養育」～有形無形の里親支援の経験値を活か

した包括的な里親支援事業の拡充と支援活動を強化していく。 

〇「家庭的養育環境」～虐待を受けるなど重い発達課題を抱える乳幼児の入所生活

施設として、生活のいとなみを基盤とする欲求充足過程の養育を、アタッチメント形

成を基本としてよりよい家庭的環境で実践し、乳幼児の治療的養育の専門施設を

めざす。 

３．子どもの発達権保障の原理条文を根拠とする乳児院の制度改革 

〇24 時間 365 日を基本とする個別的な養育を保障する職員配置基準の改善（子ども

1.3 対大人１   子ども１対大人３の必要性）とともに、緊急一時保護、アセスメント

強化、市町村拠点事業との連携、フォスタリングエージェンシーなど、幅広い総合支

援を実現するためのセンター機能を構想して、大幅な職員体制の強化整備をはか

る。 

〇アタッチメント形成とファミリーソーシャルワークを基軸とする治療的養育機能を担う専

門職の質的量的な確保・拡充をはかる。

意見・提言の説明

１．改正児童福祉法にそって俯瞰する乳児院の基盤的な役割と専門機能 

（１）基盤となる乳幼児の養育と親・家族への継続的な支援・援助 

改正児童福祉法第三条の二に示されたとおり、第一義には「児童が家庭において

心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない」とあり、

その趣旨を最重要視するべきです。 

そのために、乳児院は乳幼児の生命を守るために保護し、その親・家族との分離を

避け、乳幼児を親・家族のもとへ帰すために、アセスメントを行い、個別支援計画を立

て、家庭的な養育環境で乳幼児の基本的ニーズを満たすための養育を提供し、発

育と発達を促しながら親・家族の養育能力を高めるよう支援・援助を行います。 

そして、家庭復帰後も継続的な家庭訪問、面談、相談支援の機会をはかるなど児

童福祉施設としての基盤となる役割、専門機能をはたしていきます。 
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（２）安定的、継続的なアタッチメントによる養育の実現 

０歳からの乳幼児期の子どもたちの養育過程における安定的、継続的なアタッチメ

ント形成を主軸とした少人数による個別的な養育の提供と養育の質の確保をはかる

ことが必要です。そのための、特定の養育者（職員）が個別の乳幼児を養育できる職

員配置のさらなる拡充が必要です。 

（３）専門ケアの拡充 

胎生期・周産期での虐待等不適切な体験、喪失等による心身の障がい、疾病・虚

弱など育ちと発達における重篤な課題のある乳幼児の養育過程においては、基本的

欲求充足のために個別的、質的、時間的、空間的な養育の提供と治療的ケアの提

供が必要です。また、障がいや発達障害のある乳幼児の早期療育支援は回復の可

能性を秘めています。乳児院においても療育支援策等を利用できるように、障害児

福祉計画において乳児院の位置づけや調整をはかるべきです。 

こうした方向性のもとに、今後、乳児院は子ども家庭福祉の専門機関（「乳幼児総

合支援センター」仮称）をめざして努めてまいります。 

（４）家族の関係性の回復とファミリーソーシャルワークの強化 

子どもが親・家族による養育を継続してうけられるように、乳児院における専門職員

の知識、技術、ノウハウやチーム養育の機能を活かし、親・家族への関与をはかり、そ

のための訪問支援、養育体験の提供、面会、他の親との交流、カウンセリング等のさ

まざまな支援をプロセスにおいて充実させていきます。 

さらに、ファミリーソーシャルワーク機能を発揮させ、乳幼児と親・家族の関係性の

回復をはかり、その統合化を促進していきます。 

２．新たな社会的養育体系に資する乳児院の強化すべき専門機能 

乳児院は、新たな社会的養育の体系化の構築において、多様な社会的養育策の拡

充・発展のために、里親、他の社会的養護関係施設、児童相談所・市町村などとの連

携・協働をもとにして、地域社会における子ども家庭福祉における多様なニーズと厳し

い課題解決にむけて、さらに専門機能を備えるよう努めてまいります。 

（１）「家庭での養育」の支援強化 

児福法第 3 条の 2 にそって、子育て家庭への支援を拡充させるために、市町村支

援拠点事業との協働、又は乳児院が受託することにより、妊娠・周産期からの相談支

援、育児学習、生活支援などを親・家庭に提供し、養育能力を高めていくように支援

を強化することが必要です。 

乳児院においても、地域における家庭訪問支援、通所・短期訓練入所などの関係

事業を拡充させることと、家庭支援のアウトリーチを担うファミリーソーシャルワーカーの

確保、複数配置が必須です。 

（２）家庭と同様の養育環境への継続的支援の強化 

家庭と同様の養育環境とされる里親のフォスタリングエージェンシー（包括的な里
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親支援事業）が重要です。全乳協は平成２７年５月、里親支援のための報告書「より

よい家庭養護の実現をめざして」をまとめ、子どものニーズに応じた養育の選択肢を

広げることとチーム養育の重要性を提言しました。 

乳児院は、子どもを里親へつなぐ機会が多く、子どもの育ちや職員との間に形成 

された愛着関係や育児（養育）スキルなどを詳細に里親へ伝えることの大切さを実感

し、実践してきています。養育のつなぎにおいては、子どもの状態を確認しながら送り

出す側と受け入れ側双方に対して並行した措置の期間を設けるなど丁寧な引継ぎを

する枠組みを設けることが重要です。 

また、委託後も、育児相談を含めたアフターケアや実親との連絡調整、子どものル

ーツ確認、真実告知、特別養子縁組手続きの手伝いなど、過去と現在、現在と未来

へと里親につなぐことについて実績を積んできています。特に、新生児や何らかの障

がいや疾患を抱える子どもの場合には、乳児院から里親へ伝えるべきことも大きく変

わってきます。 

現在、乳児院が関わる里親の多くが特別養子縁組を目的とした里親です。子ども

を養育することが初めてという場合も多く、里親との関係形成を進めながら養育スキル

の獲得に取り組むことが必要です。当然ながら、児童相談所や里親会、里親支援専

門相談員はもとより、子どもと深くかかわっている乳児院が、さまざまな場面でその専

門性を発揮しながら中心的な役割を果たしていくことが重要です。 

また、里親養成のための研修の拡充実施が不可欠です。乳児院での里親支援の

研修の拡充、乳幼児と里親の関係性・マッチングのための面会交流、家庭訪問支援

や短期生活訓練、里親から乳幼児の一時預かり、ショートステイなどの支援事業の拡

充をさらに図るなど、乳児院の専門機能や生活基盤を活用した里親支援を強化して

いきます。 

（３）特定妊婦の支援の強化 

若年の妊婦や精神疾患のある妊婦、内密での出産の妊婦の孤立を防ぐために、

産前産後の生活基盤の確保と出産後の育児支援の強化が必要です。とくに若い親

と乳幼児を分離させずに、また虐待などのリスクの高い親への支援と乳幼児の育児に

ついて、医療機関との連携をもとに、乳児院においてもさらに取り組んでいきます。

また、わが国においては、母子家庭の困窮問題が顕著であり、ひとり親と乳幼児の

支援を、保育所や母子生活支援施設などと連携・協働して図っていきます。 

（４）緊急対応と夜勤体制の強化 

     乳幼児の緊急的な一時保護は、もっぱら乳児院が受けとめております。その大半

が夕方から夜間にかけての受け入れであり、職員が居残り、緊急対応をすることが頻

繁です。委託後に容態が急変し救急搬送するケースもあり、一対一体制で見守りを

行っています。 

それゆえ、委託前健診など緊急一時保護の受け入れ要件や医療体制の強化、ま

た医療機関との連携強化、さらに夜間の安心と安全を確保するために乳児院の夜間

勤務体制の抜本的改善が不可欠です。  

また、乳幼児の遺棄を防ぎ、子どものアイディンティティや出自の権利を保障する

ために、児童相談所等の対応強化が必須であります。 
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３．上記に関連する要望事項 

（１）「乳児院」の名称を「乳幼児総合支援センター（仮称）」としてください。

（２）幅広い総合支援を実現するためのセンター機能の構想をしての大幅な職員体制の

強化整備のための保育士・看護師、心理職等の配置改善、並びにさらなる処遇改善

を実現してください。 

（３）暫定定員制度を見直し、市町村からのショートステイや通所事業など多様な子育て

ニーズの受け入れが安定的に可能な制度改善を実現してください。 

（４）乳児院から家庭や里親へ繋ぐときに並行措置ができるように検討してください。 

（５）一時保護委託に関しては、委託前健診の義務づけを検討してください。 

（６）法人・乳児院が主体として「小規模グループケア」等を実施する際、２４時間３６５日

を前提とし、労働基準法等が遵守できる職員体制整備としてください。そのために、平

成２４年９月の「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進のために」の

「（１）小規模グループケア」の「乳児院の定員は、４人以上６人以下」と改訂されました

が、乳幼児へのきめ細やかな関わりとコミュニケーションを図るために、これを３人以下

にすることを提案します。 

（７）「社会的養護の課題と将来像」における「３分１構想」は、撤廃してください。 

（８）「里親」の名称を変更すること、たとえば子どもの「社会的養育者」としてください。 



平成 29年 11月 22日 
社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会

委 員  森 下 宣 明 

都道府県推進計画の見直しにあたって

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

全 国 乳 児 福 祉 協 議 会

会 長  平 田 ルリ子 

【検討事項⑥市区町村の子ども家庭支援体制の構築等 について】

１．市区町村の子ども家庭支援体制の構築等に関する重点的な対応と乳児院等の活用

○ 新しい社会的養育を考えるにあたっては、「新たに社会的養育を必要とする子ども

を生み出さないこと」を目標にしなければならない。

○ そのためには、まず市区町村において、周産期から学童期にわたる個々のケースに

ついてのきめ細かな子ども家庭支援体制が確立されることが最も重要であり、ここに

重点を置かなければ、社会的養育を必要とする子どもは増える一方となり、「新しい社

会的養育ビジョン」も都道府県推進計画も絵に描いた餅となってしまう。

○ 市区町村における具体的な取り組みとしては、虐待予防や親の養育負担の軽減に向

けて、

・ 周産期からの支援として、母親だけでなく父親も伴ってのペアレンティングト

レーニング

・ 出産後の「養育支援訪問事業」の拡充

・ レスパイトやショートステイ、トワイライトステイの利用促進

 などが必要と考えられる。

○ こうした市区町村の支援体制の構築において、里親や乳児院、児童養護施設は、大

きな役割を果たすものであり、活用が必要である。

【検討事項③施設での養育の在り方 について】

２．施設に関する数値目標等の硬直的な運用により子どもが不利益を被らないための配慮

○ 施設への「原則」新規措置入所停止は、フォスタリング機関事業の整備と里親養育・

里親支援の質の向上が大前提であり、前述の市区町村の子ども家庭支援体制の構築の

ほか、児童相談所改革など、「新しい社会的養育ビジョン」が提起した内容全体の推進

が必要となる。
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  そのためには、国ならびに各都道府県における予算・人材等の十分な確保が必須で

ある。

○ また、乳児院では、ケアニーズの高い子どもを受け入れ、家庭養育を目指し、専門

的知見から愛着形成を図っているが、子どもとの関係性の構築、また家族と子どもの

関係性構築の支援には日々の地道な取り組みが必要であり、一定の在所期間を要する

ケースが多い。

○ 各都道府県において、こうした前提や状況が考慮されることなく、「原則」や数値目

標、期限が硬直的に運用され、子どもが不利益を被ることがないよう、都道府県推進

計画の見直し要領の記載等には十分な配慮が必要である。

３．既存の計画により既に小規模化・地域分散化を進めている施設への配慮

○ 「社会的養護の課題と将来像」に基づく都道府県推進計画により、既に小規模化・

地域分散化にかかる改築等を実施・計画している施設に、新たな基準で改築等を求め

ることは法人・施設経営上難しく、都道府県推進計画の見直し要領での位置づけは十

分な配慮が必要である。

【検討事項全般について】

４．都道府県間の子ども・家庭をめぐる状況の違い、格差への配慮

○ 都市部と地方では、社会的養育をめぐる子ども・家庭、その支援体制等の状況が大

きく異なる。

  各都道府県におけるこうした状況の違い、格差等の実態を踏まえて、一定柔軟な計

画が可能となるよう配慮が必要。

５．新しい社会的養育に関連する他プロジェクトチーム等との議論の整合

○ 本委員会における都道府県推進計画見直し要領の検討にあたっては、「フォスタリ

ング機関事業のガイドライン策定に係る調査研究」検討委員会、「乳児院・児童養護施

設の多機能化等に関するプロジェクトチーム」等における議論との整合性を図ること

が必要である。



：養育の流れ ：アセスメントの連続性

一
時
保
護
所
機
能

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

児童養護施設

里親

実親（家族）

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
機
能

１：１を理想とした少人数養育

専門的養育機能

・予防的発達促進的養育
・病虚弱児・障害児への養育
・被虐待児への養育

親子関係育成機能

再
出
発
支
援
機
能

再出発
アセスメント

乳児院の今後のあり方イメージ（案）

※全国乳児福祉協議会「乳児院の将来ビジョン検討委員会 報告書」（平成24年9月） 『乳児院の将来ビジョンフロー』を改変
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【参考】 乳児院の将来ビジョンフロー ※全国乳児福祉協議会「乳児院の将来ビジョン検討委員会 報告書」（平成24年9月）より抜粋
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乳幼児の養育と家族を支援する総合支援センターをめざして

（平成 30年 3月 19日付ご質問事項に関する意見）

全国乳児福祉協議会（全乳協）

【ご質問事項】

１ 児童福祉法 28年改正により、「全ての子どもの権利の保障」および「家庭養育優先
原則」が明文化されました。

  そうした、①「全ての子どもの権利の保障」のため、②「家庭養育優先原則」の実

現のために、施設の今後のあり方、果たすべき役割や将来進むべき方向に関して、お

考えをお聞かせください。

【意 見】

① 乳児院は、医療や療育等の対応が必要な病虚弱児、被虐待児等、緊急性を要する乳幼

児が増加するなかで、その生命を 24時間 365日体制で保護し、多職種の連携による専
門的な養育とアタッチメント（愛着）形成により、乳幼児の健やかに育つ権利を保障し

ています。

▲ 健全  入所児童 年々減少  医療 療育等 対応 必要 病虚弱児 被虐待児等 増加      

▲平成25年度 境  一時保護委託児数 措置入所児数 上回      
 緊急一時保護委託を18時から明朝8時までの夜間帯に受け入れた割合は23.5％を占めました。 
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図１ 入所児童の心身の状況
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図２ 厚生労働省福祉行政統計にみる乳児院の措置児数と一時保護

委託児数の推移
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② 乳児院は、そうした病虚弱児等の増加のなかでも親子関係の再構築を図り、約半数の

乳幼児を家庭復帰につなげています。また里親の支援を強化するなど、家庭養育に向け

たファミリーソーシャルワークに取り組んでいます。

▲退所理由（措置解除） 1位は「親元・親族引取」で約半数を占めています。 
※以上のデータの出典：「平成27年度全国乳児院入所状況実態調査・充足状況調査報告書」（平成29年3月全乳協）

③ 今後ますますこうしたアタッチメント形成とファミリーソーシャルワークの機能・専

門性の強化を図り、地域における乳幼児・家族の総合支援センターを担うことが、乳児

院の今後のあり方です。
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【ご質問事項】

２ 上記「施設の将来進むべき方向」を実現するに当たって、国や厚労省に対して、ど

のような予算や施策が望ましい、と思われているか、お考えをお聞かせください。

【意 見】

① ここ 10 年間の児童相談所虐待相談件数の増加に対し、社会的養護の受け皿は現状維
持です。社会的養育の要請に対応し、社会的養育全般の予算・施策の拡充が必要です。

 その社会的養育施策は、子ども・家族の状況、ニーズと権利に基づき多様な支援が選

択できるよう、重層的に構築されるべきです。

入所児童数 ％ 入所児童数 ％ 入所児童数 ％ 入所児童数 ％

平成18年度 29,808 82.2 3,013 8.3 3,424 9.4 36,245 100 37,323

平成19年度 29,823 81.8 2,996 8.2 3,633 10.0 36,452 100 40,639

平成20年度 29,818 81.3 2,995 8.2 3,870 10.5 36,683 100 42,664

平成21年度 29,548 80.8 2,968 8.1 4,055 11.1 36,571 100 44,211

平成22年度 29,114 79.9 2,963 8.1 4,373 12.0 36,450 100 56,384

平成23年度 28,803 78.6 2,890 7.9 4,966 13.5 36,659 100 59,919

平成24年度 28,233 77.2 2,924 8.0 5,407 14.8 36,564 100 66,701

平成25年度 27,465 76.2 2,948 8.2 5,629 15.6 36,042 100 73,802

平成26年度 27,041 75.5 2,876 8.0 5,903 16.5 35,820 100 88,931

平成27年度 26,587 74.5 2,882 8.1 6,234 17.5 35,703 100 103,286

平成28年度 26,449 73.9 2,801 7.8 6,546 18.3 35,796 100 122,578

年度
児童養護施設 乳児院 里親等※ 合計 児童相談所虐

待相談件数

▲ここ10年間 虐待相談件数 3倍      施設 里親等入所児童数 36,000人程度 横     
※厚生労働省統計をもとに改変

② そのうえで、乳児院が改正児童福祉法や「新しい社会的養育ビジョン」の要請に応え、

子どもの家庭復帰や親子関係再構築、さらには里親等を含む在宅家庭への支援を進める

ためには、まず一定規模の本体施設基盤が不可欠です。いわゆる多機能化は、本体機能

の強化のうえで進められるべきです。

 本体機能の拡充により養育・家庭支援の専門性のさらなる向上を図ることで、いわゆ

る多機能化の取り組みにそのノウハウを活かし、バックアップすることが可能となりま

す。また、子どもにとっての安全・安心な生活環境となり、地域の実親・里親、関係機

関等の拠りどころになります。



③ 乳児院の機能強化・多機能化には、本体機能、各機能にかかる全般的な予算・施策の

拡充が必要です。

 そのなかでも、とくに以下の事項は喫緊の課題として、平成 31 年度国家予算におけ
る対応を要望します。

《平成 31年度に向けた予算要望（概要）》

ア）小規模化を進めたとき、夜間帯でも緊急対応が可能な水準での職員配置の充実

イ）医療面でのハイリスク児に対応するための職員配置の充実、嘱託医手当の増額や地

域の医療機関との連携促進

ウ）一時保護児の生命のリスク等を踏まえた夜勤体制の強化、児童相談所への委託前健

診の義務付け

エ）実親・里親支援を進めるための家庭支援専門相談員・里親支援専門相談員の配置の

充実、民間フォスタリング機関としての活用促進

オ）市区町村との連携による地域子育て支援の強化に向けた、レスパイトケアやショー

トステイの積極的な提供のための暫定定員計算への算入、特定妊婦支援にかかる乳児

院・母子生活支援施設等のネットワークの促進

④ 都道府県推進計画の見直しにあたっては、計画に各都道府県の社会的養育の実態が反

映されるためにも、施設を含む多様な社会的養育関係者の参画による議論が行われるよ

うにしてください。

 また、国における予算・施策の検討には、乳児院の実態が反映されるよう、今後とも

全乳協として議論に参加させてください。

【別添資料】

○ 新たな社会的養育の在り方に関する検討会への意見・提言

（平成 29年 5月 26日開催上記検討会（第 14回）全乳協提出資料）
⇒事業報告添付資料１の【別添３】に掲載


